
市と多くのＮＰＯ法人が連携し若者を支援�
　ＮＰＯ法人等民間の支援活動が活発な横浜市では、①一人ひとりの若者のニーズ

に応じた支援、②年齢やライフステージに応じた支援、③関係機関・団体との役割分

担とネットワークによる支援という施策の基本的な考え方を打ち出し、「横浜市青少年

相談センター（社会的自立を中心としたネットワーク）」と、「よこはま若者サポートステ

ーション（職業的自立を中心としたネットワーク）」や、「地域ユースプラザ（地域レベル

の総合的な自立支援のネットワーク）」を中核とする重層的な支援・サービスのネット

ワーク「ユーストライアングル」の形成を進めている。�

　さらに他県の農村地区との連携も開始し、連携の輪を拡大しつつある横浜市の｢若

者の自立支援｣を紹介する。�

　複数の若者支援組織が連携しながら、ひきこもりからの回復から就労までの包括的な若者の自立支援を実施している横浜

市の活動について、横浜市こども青少年局青少年育成課の泉誠さんと、古山美恵さんのお二人にお話を伺いました。�

――横浜市では、若者の自立を支援

するため、「青少年相談センター」と「よ

こはま若者サポートステーション」、

そして「地域ユースプラザ」を開設し

たそうですが、それぞれの機関の特

徴についてお聞かせください。�

古山）「青少年相談センター（相談セ

ンター）」は、設立当初は、非行などの

問題に取り組んでいましたが、地域

環境や社会状況の変化に伴い、現

在は、概ね15歳から20歳代の主に不

登校・ひきこもりの自立支援に取り組

んでいます。�

　「よこはま若者サポートステーション（サ

ポステ）」は、無業、ひきこもり状態の

若者の職業的自立を促進するため

の支援拠点として設置しています。

これは「ＮＰＯ法人ユースポート横濱」

が運営していますが、キャリアカウン

セラーや、臨床心理士、精神保健福

祉士なども相談スタッフとなっています。

「サポステ」では、国のサポステ事業

と横浜市のサポステ事業の両方を実

施しています。平成19年度は、「サポ

ステ」に9,500人が来所しましたが、

80人の若者が就労等に巣立つこと

ができました。�

3

（運営）横浜市（市の職員）�
・所長／副所長／相談支援担当係長 各1名�
・相談員（電話相談員（嘱託2名）を含む） 8名・    
　事務職（嘱託1名） 2名�
※この他、非常勤で、精神科医2名、�
　臨床心理士1名�

（運営）ＮＰＯ法人ユースポート横濱�
・事務局長／事務局長補佐 各1名�
・コーディネーター 5名�
・専門相談員 1名�
・相談員（非常勤） 3名�
・キャリアカウンセラー 1名�
・臨床心理士（非常勤） 1名�
・精神保健福祉士（非常勤） 1名�
・出向（外部協力団体から） 4名�
・ボランティア 4名�
・事務担当 1名　　�

西部地域ユースプラザ�
（運営）ＮＰＯ法人リロード�
・施設長 1名�
・相談・支援スタッフ 3～4名�
�
南部地域ユースプラザ �
（運営）ＮＰＯ法人コロンブスアカデミー�
・施設長 1名�
・相談・支援スタッフ 3～4名�
�
（南部は平成20年10月から開設）�

横浜市こども青少年局�
青少年育成課長�

●泉　誠さん�
横浜市こども青少年局�
青少年育成課�

●古山美恵さん�

�

情報誌�

いずみまこと� ふるやま�み　  え�

横浜市青少年相談センター…13名�
�

よこはま若者サポートステーション…23名�
�

地域ユースプラザ…各4～5名�
�

◆若者の自立支援　ケース１�

人　員　体　制�

横浜市�



　「地域ユースプラザ」は、地域に密

着した若者支援を行うために19年10

月に横浜市の西部地区に開設し、今

年の10月には、南部地区にも開設し

ます。「地域ユースプラザ」は、ひきこ

もりから家を出られるようになった若

者の居場所的な機能をもっています。�

泉）ひきこもりの若者には、精神疾患

や発達障害の疑いなどを含めさまざ

まな状況の方がいらっしゃいます。「相

談センター」はどちらかといえば社会

参加へ向けた若者の支援を中心とし、

「サポステ」は就労を目指す若者の

支援を中心におこなっています。�

　「地域ユースプラザ」は、現在は、

社会参加に向けた支援が中心とな

っていますが、就労支援も行えるよう

にする方向で、将来的には「相談セ

ンター」と「サポステ」の両機能を持つ

支所的な存在とする予定です。また、

横浜市の東部、北部地区にも設立

する予定です。�

　「相談センター」と、「サポステ」、「地

域ユースプラザ」の３つのネットワーク

の連携を「ユーストライアングル」とよ

んでいますが、「相談センター」が、「サ

ポステ」と「地域ユースプラザ」の取り

まとめや支援を行い、連携の推進を

図っています。�

――ユーストライアングルを構築し

たきっかけは、どのようなことでしたか。�

�

�

�

古山）ユーストライアングルの連携は、

今年になってから活発化しましたが、

突然、連携を開始したわけではありま

せん。�

　「サポステ」は平成18年に設立さ

れたばかりの若い組織ですので、開

設当初から「相談センター」が運営ノ

ウハウを提供してきました。これを通

じて職員の交流が行われてきましたが、

「相談センター」と「サポステ」が積極

的に連携して若者の自立を支援す

るようになったのは今年に入ってから

のことです。�

�

――今年になってから連携して若者

の自立を支援するようになったのは

何故でしょう。�

古山）今年から、各組織の相談実務

担当者による連絡会議を定期的に

開催するようになったことが、連携に

よる若者自立支援を活発化したとい

えるでしょう。�

　横浜市には、若者の自立支援組

織が複数ありますので、利用者は、ど

の組織を利用したらよいか迷ってし

まうことがあります。青少年の自立支

援に関する事業の評価・検証や、新

たな企画の検討を行う「青少年自立

支援協議会」からも、「各組織の役割

を明確化すべき」という提言がありま

したので、今年から、支援組織の事

務連絡会議を開催し、各組織の役

割の見直しを始めました。�

　この会議を通じて、各組織が自立

を支援している若者の情報も交換す

るようになり、連携による若者自立支

援が活発化したといえます。�

�

――相談実務者連絡会議は、どのく

らいの頻度で開催されているのでし

ょうか。�

古山）月1回の割合で開催しています。

支援組織への来訪者は昼夜逆転し

た生活をしている者が少なくないため、

支援組織の利用者は、午後、多くな

ります。このため、事務連絡会議は利

用者の少ない午前10時から12時に

行っています。�

�

�

�

�

�

�

�

�

――若者を支援するための連携は、

具体的には、どのように実施されて

いるでしょうか。�

�

�

�

�

古山）ある若者について、連携による

支援が必要と考えた場合は、「相談
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よこはま若者サポートステーション�

連携による支援は、三者会議や、
他組織への付添い・引継ぎに
より実施�

連携開始は職員の交流から�

ユーストライアングル�
�

支援組織の活動紹介パンフレット�

◆若者の自立支援　ケース１�



センター」と、「サポステ」、「地域ユー

スプラザ」の担当者が集まり、「うちで

はここまで実施しているから、そちら

ではこうして・・」というように、それぞ

れがどのような支援を行えるかを相

談します。若者のプライバシーも含め

て相談するため、三者会議は、個人

のプライバシーを守ることができる会

議室を持つ「地域ユースプラザ」で

開催しています。�

　また、「サポステ」に相談にきた若

者が、「相談センター」のほうが適す

る場合は、「サポステ」のスタッフが若

者に付き添って「相談センター」に行き、

担当者に引き継ぐことも行っています。

自立支援が必要な若者は、他の組

織に一人で行くことがなかなかでき

ないので、このようなきめ細かいサポ

ートが必要になります。�

泉）ひきこもりの若者には、就労を考

える前に、まず自宅から外に出ること

から始める必要のある者が少なくあ

りません。�

　しかし、保護者は、一日も早くお子

さんが仕事につくことを希望する方

が多く、「相談センター」ではなく「サ

ポステ」に相談に来られるケースが

多くなっています。「相談センターの

グループ活動などを通じて社会参加

ができるようになってから、サポステに

相談に行かれたほうが良い」と保護

者にお伝えしても納得していただけ

ないこともあり、他の支援組織に若者

を引き継ぐ際は、まず保護者と「お子

さんにとって何が重要か」について

十分お話をして理解していただくよう

にしています。�

�

�

�

――他の支援組織に若者を引き継

ぐ際は、どのように情報を引き継い

でいますか。�

�

�

�

�

古山）保護者やひきこもりの若者が

支援組織に来られたときに、どういっ

た環境で育ったかや、通院・服薬状

況など、プライバシーに係る詳細な情

報をお聞きします。他の支援組織に

引き継ぐ際は、こういった情報も担当

者間で引き継ぎます。�

　ただ、他の組織に、若者個人の情

報をどこまで渡してもよいのか、担当

者が苦慮する場合も少なくありません。

現在のところ、本人や保護者の了解

を得たうえで、他組織に情報を渡す

ようにしています。�

�

――「ユーストライアングル」が成功

した秘訣についてお聞かせください。�

�

�

�

�

�

泉）「サポステ」や「相談センター」は、

共に苦労しながら若者の支援方法

を作り上げてきており、それが連携成

功のベースになっていると思います。�

�

――連携するためには、例えば連携

会議を行うための会場費や、出席す

るための交通費なども必要になると

思いますが、そういった費用は、横浜

市が負担しているのでしょうか。�

古山）三者会議は横浜市が強制し

て実施しているものではなく、各組織

が自主的に実施しているものなので、

連携のために特別に横浜市が補助

することはしていません。�

　しかし、三者会議を開催する場所は、

「地域ユースプラザ」などを利用して

いますので、費用はかかりません。「地

域ユースプラザ」も「サポステ」もＮＰ

Ｏが運営していますが、事務所につ

いては、どちらも横浜市が直接契約

し家賃も払っています。�

　会議出席のための交通費などは、「サ

ポステ」は国からの委託費と横浜市

からの補助金で運営しており、「地域

ユースプラザ」は横浜市単独の補助

金で運営していますので、これらの

運営費のなかで負担してもらってい

ます。�

泉）運営費は、「委託費」として交付

する場合もありますが、横浜市は「補

助金」として交付しています。�

　補助金とすれば、委託費と違い、

ＮＰＯがやりたいと思う活動にお金を

使うことができます。それは運営に対

する自由度を高め、ＮＰＯの自主性を

尊重することになります。連携に関す

る費用も、ＮＰＯが補助金の中から支

出することができます。�

古山）「サポステ」や「地域ユースプラザ」

などの枠組みは、横浜市が設定しま

したが、運営方法についてはＮＰＯ

の方針に任せています。このため、Ｎ

ＰＯがやりやすいような仕組みをつく

ることが重要と考えています。�

�

――ユーストライアングルを推進す

る上で課題はありますか。�

�

�

�

泉）若者を他組織に引き継ぐ場合は、�
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若者に関する情報は、本人も
しくは保護者の了解を得て引
き継ぐ�

ユーストライアングルの課題は、�
相談者の増加への対応�

ユーストライアングルの成功
の秘訣は、市による仕組みづ
くりと、運営NPOの自由度を
高めたこと�



相談員が若者に付き添っていきます。

このため、1人の相談員が1日に対応

可能な数は4～5人です。これから考

えれば、月あたり700人ぐらいが対応

可能な数となりますが、現在、「サポ

ステ」への相談者は800人/月となっ

ています。相談員の負担が大きくなっ

ているため、これを解決する必要が

あります。そのためには、人材を育成

することが必要となっています。�

�

――ユーストライアングルでは、他

の組織との連携はなされてますか。�

泉）「サポステ」を運営しているＮＰＯは、

就労支援機関である「ヤングジョブス

クエア」も同じビルで運営しています。

このため、サポステで、職業体験やジ

ョブトレーニングをコーディネートし、「ヤ

ングジョブスクエア」でジョブトレーニン

グを体験するといった連携も実施し

ています。�

�

――横浜市以外の地域との連携も

進められているようですが。�

�

�

�

�

泉）「よこはま型若者自立塾」を、この

10月から開始しますが、このプログラ

ムは、横浜市と友好交流協定を結ん

でいる山梨県道志村の協力を得て

実施します。家から出ることができる

ようになった横浜の若者が、道志村

で下草刈りや、農作物の作付け・収

穫などを体験することにより、長期間

のひきこもりで低下した体力の回復や、

生活リズムの立て直し、共同活動に

よる人との交流への順応を目的とし

て実施しています。そして、働くこと

の「楽しさ」や「やりがい」も感じてもら

えたらと考えています。　�

　道志村とは、若者を受け入れてい

ただくことについて村民のご理解を

いただく必要があるため、役場に相

談にのっていただきながら「自立塾」

を実施しています。道志村では人口

減少が進み休耕農地も多いため、横

浜から若者が行くことで、村が活性

化されることも期待されています。�

　将来的には、道志村でつくった作

物などを、横浜市内で販売するなど

して、若者に商業的な体験をしてもら

うことも考えています。�
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新たな連携―トライアングル
からスクエアへ。そしてさらに
連携の輪を拡張―�

【若者の自立支援に関する施策及び事業の連携図】�
�
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古山）厚生労働省の「若者自立塾」

も横浜市で実施していますが、「よこ

はま型若者自立塾」は、それとは別に

実施しています。都市と農村との交

流により若者の自立を支援しようとし

ていることや、低所得者の若者でも

参加ができるように参加費用を安く

設定したところが、厚生労働省の「若

者自立塾」と異なっています。�

　今年度は初めて実施するため、道

志村での滞在期間は２週間としまし

たが、参加者は、「サポステ」や「地域

ユースプラザ」などの相談支援機関

に関わっている若者から希望者を募

りました。�

泉）将来的に、ユーストライアングルと、

この「よこはま型若者自立塾」を有機

的に連携してスクエアの連携とする

ことを構想しています。「よこはま型若

者自立塾」もＮＰＯが運営しますが、

いずれは、ユーストライアングルの会

議に出席してもらい情報交換を図る

ことも考えています。�

　また、ユースアドバイザーや相談員

を更に増やしていく必要があるので、

これを実現する国の事業とも連携し、

ペンタゴンの連携とすることも考えて

います。�

�

――教育委員会などとは連携されて

いますか。�

泉）ユーストライアングルは15歳から

35歳未満を対象としていますが、小

中学生のひきこもりは、学校が中心と

なって対応しています。教育委員会

が実施している教育総合相談センター、

ハートフル・スペースやハートフル・ル

ームでは、小中学校の不登校児童や

学習困難児童を対象として、学校に

は行けないけれど、何かをしたいとい

う子どもたちの「学び」や、学校への

復帰などを支援しています。中学卒

業後の子どもたちについても支援が

継続するように、これらの活動と、ユ

ーストライアングルとの連携を、適時

行っています。�

　夜間高校生については教育委員

会が支援していますが、不登校気味

で就職活動が上手くできない若者に

ついては、「サポステ」の協力を得て

支援することも実施しています。�

　また、横浜市は、児童・生徒が働く

ことについて考える「チャレンジショップ」

や、青少年が仲間や異世代との交

流を行う「青少年の地域活動拠点づ

くり」の事業も実施していますので、こ

れらの事業とユーストライアングルも

適時、連携しています。�

�

――若者の自立を支援するために、

連携の輪が大きく拡大していくよう

ですが、今後の課題は何ですか。　�

�

�

�

泉）若者を支援するためには、幼児

についても視野に入れて連携する必

要があります。今後は幼稚園や保育園、

家庭支援組織などとの連携など幅広

い対応が必要と考えています。�

　また、若者の就労を支援するため

には、企業での職業体験が重要とな

りますが、このようなインターンシップを

実現するためには企業の協力が必

要となります。現在、商工会議所やロ

ータリークラブなどに協力していただ

いていますが、さらに企業の理解を

深め、協力企業を増やす必要がある

と考えています。このような企業との

連携強化は、市の役割と考えています。�

古山）若者の自立を支援するための

事業は、国や県でも実施しています

ので、行政間で連携することも重要と

考えています。�

泉）就労については、県の雇用産業

人材課などの事業などとも連携しな

がら、進めていきたいと考えています。�

　連携による支援を必要としている

若者が本当に数多くいますので、ぜひ、

県や国にも協力していただけたらと

思います。�

　　　　　　　　　―平成20年９月取材―
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今後は、市主導による企業と
の連携強化も必要�

行政間での連携も重要�

●横浜市の基礎データ�
○人口�
　・横浜市：3,579,628人�
　・15歳～34歳：945,958人　　�
○若年無業者数（15歳～34歳）�
　10,952人（※）�
（※）若年無業者は、非労働力人口のうち、家事も通学も
していない者として集計�
　　　　　　　　　　　（出典：平成17年度国勢調査）�
（※）但し、横浜市においては、上記数値を「ニート」と定
義し、若年無業者数は、ニートに失業者数を加えた
52,833人としている。�

�
●「よこはま若者サポートステーション」�
　利用実績（平成19年度）�
○来所者数：9,503人�
○進路決定者：80人�
　・就労：76人�
　・職業訓練校：4人�
　　　　　　　　　　　　　（出典：横浜市提供資料）�

◆横浜市こども青少年局青少年自立支援サイト�
http://www.city.yokohama.jp/me/kod
omo/kikaku/jiritsu/�

◆青少年相談センター�
http://www.city.yokohama.jp/me/kod
omo/ikusei/kosodate/soudan-c.html�

◆よこはま若者サポートステーション�
http://www.youthport.jp/saposute/�

◆地域ユースプラザ�
http://www.geocities.jp/thiikiyuusu/�

（本文に掲載の写真及び図は横浜市こども青少年局青少年育成課提供）�

問合せ先�
�


